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石井　俊江 福山市松浜町一丁目４番８号 Ｙ．Ｙビル１－Ａ ラウンジ　いしい 飲食店営業 一般 第220992号 2023-02-01 2028-03-31 2023-02-01 2023-02-01         

小田　祐樹 福山市入船町二丁目４番１５号 百軒堂ビル２Ｆ１号室 ＰＯＬＥ　ＰＯＬＥ 飲食店営業 一般 第220993号 2023-02-01 2028-03-31 2023-02-01 2023-02-01         

有限会社魚壱 代表取締役 藤原　章敬 福山市鞆町鞆１７５番地８ 有限会社魚壱 そうざい製造業 一般 第220994号 2023-02-02 2028-02-29 2023-02-02 2023-02-02 2013-03-06

有限会社魚壱 代表取締役 藤原　章敬 福山市鞆町鞆１７５番地８ 有限会社魚壱 水産製品製造業 一般 第220995号 2023-02-02 2028-02-29 2023-02-02 2023-02-02 2013-03-01

矢田　芳成 福山市御船町一丁目１０番６号 もとはら 魚介類販売業 一般 第220996号 2023-02-02 2028-05-31 2023-02-02 2023-02-02 2003-12-03

山平　美加 広島県内全域 ねこじゃらし 飲食店営業 移動販売車 第220997号 2023-03-01 2028-02-29 2023-02-02 2023-02-02 2017-11-27

福山伏見町商店会　谷田　恭平 福山市伏見町アーケード下 伏見デニム屋台Ａ 飲食店営業 露店 第220998号 2023-02-03 2028-05-31 2023-02-03 2023-02-03         

福山伏見町商店会　谷田　恭平 福山市伏見町アーケード下 伏見デニム屋台Ｂ 飲食店営業 露店 第220999号 2023-02-03 2028-05-31 2023-02-03 2023-02-03         

福山伏見町商店会　谷田　恭平 福山市伏見町アーケード下 伏見デニム屋台Ｃ 飲食店営業 露店 第221000号 2023-02-03 2028-05-31 2023-02-03 2023-02-03         

福山伏見町商店会　谷田　恭平 福山市伏見町アーケード下 伏見デニム屋台Ｄ 飲食店営業 露店 第221001号 2023-02-03 2028-05-31 2023-02-03 2023-02-03         

勇山　雅彦 福山市東深津町一丁目９番６３号 焼鳥　鶏吉 飲食店営業 一般 第221002号 2023-02-06 2028-07-31 2023-02-06 2023-02-06         

有限会社川崎食鳥 代表取締役 川崎　則雄 福山市山手町六丁目２１番３号 有限会社川崎食鳥 食肉処理業 一般 第221003号 2023-02-06 2028-06-30 2023-02-06 2023-02-06         

株式会社グラットン 代表取締役 徳永　孝進 福山市新涯町二丁目８番２０号 Ａ５雌牛和牛焼肉　肉屋のぶすけ　福山新涯 飲食店営業 一般 第221004号 2023-02-06 2028-01-31 2023-02-06 2023-02-06         

株式会社マリンカンパニー 代表取締役 阿藻　好子 福山市内一円 Ｍａｒｅ 飲食店営業 露店 第221005号 2023-02-06 2028-02-29 2023-02-06 2023-02-06         

髙橋　毅 福山市元町１２番２号 Ｓｐａｉｎ　Ｂａｒ　Ａｓｔｏｒｉａ 飲食店営業 一般 第221006号 2023-02-06 2028-05-31 2023-02-06 2023-02-06 2020-05-07

髙橋　毅 福山市元町１２番２号 バスクノワ 菓子製造業 一般 第221007号 2023-02-06 2028-05-31 2023-02-06 2023-02-06         

有限会社たかの 代表取締役 髙野　敏幸 福山市沼隈町大字常石９８９番地１ 仕出し・弁当たかの そうざい製造業 一般 第221008号 2023-02-08 2028-02-29 2023-02-08 2023-02-08 2021-01-20

瀨島　英明 福山市沼隈町大字草深１９０４番地１ 尾道中華そば　麺家笑 そうざい製造業 一般 第221009号 2023-02-08 2028-02-29 2023-02-08 2023-02-08         

佐藤　直子 福山市鞆町鞆１０９９番地１ 佐藤　直子 飲食店営業 一般 第221010号 2023-03-01 2029-02-28 2023-02-08 2023-02-08 1999-11-16

黒田　寅夫 福山市水呑町４０８９番地１２ やきとり黒田 飲食店営業 一般 第221011号 2023-03-01 2029-02-28 2023-02-08 2023-02-08 2005-12-08

ベネフィットホテル株式会社 代表取締役 濱岡　喜範 福山市鞆町後地３３７１番地 人生感が変わる宿　ここから 飲食店営業 一般 第221012号 2023-03-01 2029-02-28 2023-02-08 2023-02-08 2011-08-31

エス・エイチ・エスサービス有限会社 代表取締役 早﨑　久雄 福山市元町１３番５号 有楽リオンビル４Ｆ 元町ホール そうざい製造業 一般 第221013号 2023-02-09 2028-05-31 2023-02-09 2023-02-09         

佐藤　明 福山市入船町二丁目１１番８号 第一プレジャータウン藤井店舗１Ｆ パスタとワインのＤｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ ＡＣＴ 飲食店営業 一般 第221014号 2023-02-09 2028-03-31 2023-02-09 2023-02-09         

上野　綾 福山市多治米町一丁目２１番２２号 ボナミ堂 菓子製造業 一般 第221015号 2023-02-09 2028-03-31 2023-02-09 2023-02-09         

株式会社イオンイーハート 代表取締役 奥野　善德 福山市三之丸町３０番１号 福山駅ビル構内さんすて１階 おひつごはん四六時中　さんすて福山店 飲食店営業 一般 第221016号 2023-02-10 2028-05-31 2023-02-10 2023-02-10         

村上　泰弘 福山市鞆町鞆８４９番地 Ｋａｙａｋｅｒ’ｓ　Ｃａｆｅ 飲食店営業 一般 第221017号 2023-03-01 2029-02-28 2023-02-10 2023-02-10 2018-01-18

有限会社勉強堂 代表取締役 門田　治己 福山市熊野町乙１１５１番地２ 御菓子所　勉強堂 飲食店営業 一般 第221018号 2023-03-01 2029-02-28 2023-02-10 2023-02-10 2011-12-21

藤谷　大介 福山市入船町二丁目４番１７号 百軒堂ビルＢ棟２－７ Ｔｈｅ　福男ｄｉｓｍ 飲食店営業 一般 第221019号 2023-02-10 2028-03-31 2023-02-10 2023-02-10         

髙智　浩貴 福山市明治町１番３号 クレスト明治町１Ａ ＢＡＲ　１０５ 飲食店営業 一般 第221020号 2023-02-13 2028-03-31 2023-02-13 2023-02-13         

藤岡　成司 福山市熊野町丙１６５５番地 ワイオリファーム 菓子製造業 一般 第221021号 2023-03-01 2029-02-28 2023-02-13 2023-02-13 2017-10-23

中国総業有限会社 代表取締役 宇田　尚生 福山市水呑町２４０５番地７ Ｆｕｋｕｙａｍａ　ｓｏｆｔ　ｃｒｅａｍ アンツ アイスクリーム類製造業 一般 第221022号 2023-03-01 2029-02-28 2023-02-13 2023-02-13 2005-10-12

株式会社ＳＢＩＣ 代表取締役 鬼頭　宏昌 福山市南手城町四丁目１１番３号 大黒商事店舗１階 かさねや福山店 飲食店営業 一般 第221023号 2023-02-14 2028-07-31 2023-02-14 2023-02-14         

西岡　良輔 福山市神辺町字湯野３０４番地１ 鉄板ＢＡＳＥ　Ｒｅ：Ｂｏｎｅ 飲食店営業 一般 第221024号 2023-02-15 2028-04-30 2023-02-15 2023-02-15         

尾張　裕子 福山市昭和町３番２１号 ２Ｆ ４ｙｏｕ 飲食店営業 一般 第221025号 2023-02-15 2028-03-31 2023-02-15 2023-02-15         

株式会社ｓａｋｋｕｒｕ 代表取締役 山田　早苗 福山市伏見町２番４号 まごころ弁当　福山本店 飲食店営業 一般 第221026号 2023-02-15 2028-05-31 2023-02-15 2023-02-15         

藤原　建作 福山市大黒町１番２３号 Ｆ番 Ｆｕｊｉｗａｒａ 飲食店営業 一般 第221027号 2023-02-15 2028-05-31 2023-02-15 2023-02-15         

鈴木　大孝 福山市水呑町４７２７番地１ 水呑Ｃａｆｅ　Ｂｏｎｅｕ 飲食店営業 一般 第221028号 2023-03-01 2029-02-28 2023-02-15 2023-02-15 2011-11-28

秋山　浩二 福山市内一円 オーシャン 飲食店営業 露店 第221029号 2023-02-16 2028-05-31 2023-02-16 2023-02-16         

吉田　奨一朗 福山市入船町二丁目１１番６号 Ｂａｒちょむ 飲食店営業 一般 第221030号 2023-02-17 2028-03-31 2023-02-17 2023-02-17         

株式会社ヒロガーデン 代表取締役 廣岡　修一 福山市沼隈町大字中山南２１２７番地１ 丘の上のつるばらや 飲食店営業 一般 第221031号 2023-02-20 2028-02-29 2023-02-20 2023-02-20         

有限会社明石屋酒店 代表取締役 今岡　巧 福山市南手城町二丁目１４番２０号 セブン－イレブン福山南手城町２丁目店 飲食店営業 一般 第221032号 2023-02-20 2028-07-31 2023-02-20 2023-02-20         
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倉田　直幸 福山市南蔵王町三丁目８番４１号 博多ラーメンとんとん蔵王店 飲食店営業 一般 第221033号 2023-02-22 2028-07-31 2023-02-22 2023-02-22         

株式会社川上商店 代表取締役 川上　浩幸 福山市御船町一丁目１３番１号 セブンイレブン福山御船町店 飲食店営業 一般 第221034号 2023-02-22 2028-05-31 2023-02-22 2023-02-22         

大見　拓馬 福山市船町４番１１号 １Ｆ ＢＡＲ　アレア 飲食店営業 一般 第221035号 2023-02-22 2028-05-31 2023-02-22 2023-02-22         

関下　栄二 福山市住吉町７番１３号 パライソ樹苑ビル３階Ｂ号室 ＦＲＥＥＤＯＭ 飲食店営業 一般 第221036号 2023-02-22 2028-03-31 2023-02-22 2023-02-22         

桒田　拓実 福山市住吉町１番４０号 住吉スクエア３０９号 ＴＯＰ１ 飲食店営業 一般 第221037号 2023-02-22 2028-03-31 2023-02-22 2023-02-22         

横島漁業協同組合 代表理事 渡壁　正勝 福山市内海町１１０２番地１ 横島漁業協同組合 水産製品製造業 一般 第221038号 2023-03-01 2029-02-28 2023-02-24 2023-02-24 2018-01-09

寺岡　美穂 福山市今津町１番地２６ １Ｆ Ｌｏｕｎｇｅ　Ｊｅｒｒｙ 飲食店営業 一般 第221039号 2023-02-24 2028-06-30 2023-02-24 2023-02-24         

西山　美咲 福山市昭和町９番１７号 メゾン・ド・レーブ　１－Ｄ号室 スナック　桜華 飲食店営業 一般 第221040号 2023-02-24 2028-03-31 2023-02-24 2023-02-24         

登坂　真友美 福山市川口町一丁目２０番１３号 スターハイツ１０１ モフトンマル 菓子製造業 一般 第221041号 2023-02-24 2028-03-31 2023-02-24 2023-02-24         

株式会社プロエイド 代表取締役 永井　健三 福山市南蔵王町六丁目１６番５４号 くら・らぼ　多機能型事業所 飲食店営業 一般 第221042号 2023-02-24 2028-07-31 2023-02-24 2023-02-24         

株式会社新東方交易 代表取締役 李　樹人 福山市伏見町１番１６号 １Ｆ 雲茶 飲食店営業 一般 第221043号 2023-02-27 2028-05-31 2023-02-27 2023-02-27         

株式会社テクナサービス 代表取締役 岡田　一龍 福山市鞆町後地６５１番地５ ファミリーマート鞆の浦店 飲食店営業 一般 第221044号 2023-03-01 2029-02-28 2023-02-27 2023-02-27 2017-11-17

株式会社テクナサービス 代表取締役 岡田　一龍 福山市鞆町鞆４０３番地６ ファミリーマート福山鞆町店 飲食店営業 一般 第221045号 2023-03-01 2029-02-28 2023-02-27 2023-02-27 2017-11-17

合同会社ＡＲＫ 代表社員 須山　和昌 福山市引野町一丁目１４番３６号 和平東福山店 飲食店営業 一般 第221046号 2023-02-28 2028-07-31 2023-02-28 2023-02-28         

川合　桂 福山市新涯町一丁目３番４４号 Ｃａｆｅ＆Ｓｐａｃｅ　Ｌｉｎｋ 菓子製造業 一般 第221047号 2023-02-28 2028-07-31 2023-02-28 2023-02-28         
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